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『地中海世界の中世史』
を語る
馬場 多聞

立命館大学文学部 准教授

本書『地中海世界の中世史』は、中世の地中海

取り扱っている。こうした視座を設けることで、地中

や地中海周辺地域の歴史に関する入門書である。高

海世界の歴史を複眼的に考えることができるように配

校生の課題図書や大学の教養課程の教科書としての

慮した。

利用を特に念頭に置きつつも、地中海の歴史に興味
がある人が気軽に楽しむことができるガイドブックとな

後述するブローデルの名著『地中海』のなかで提唱

ることを目指している。

された後、その指し示す範囲や概念の有効性に関す

これまで日本においては、ローマ帝国や古代ギリ

る議論がなされてきているが、本書では地中海とその

シア、古代エジプトといった古代の地中海世界につ

沿岸部、さらに密接に関連する地域を含めた、便宜

いて、数多くの概説書や専門書が刊行されている。

的な用語として使用している。また「中世」という時

一方で、中世の地中海について言えば、中世イタリ

代区分については、イスラームが勃興する７世紀を中

アや十字軍などに関する文献の出版こそ目立つが、

世の始まりととらえる向きもあるが、実際にはそれ以

キリスト教世界とイスラーム世界を総合的に取り扱っ

前から地中海世界では大きな変動が見られることか

たものは、比較的少ない。

ら、およそ５世紀頃を記述の始点とした。また 11 世

こうした状況の背景としては、ヨーロッパ史研究者

紀頃になると、ヨーロッパの諸国がその姿を変えると

とイスラーム史研究者の間で研究が分断されてきたこ

ともに、イタリアの諸都市が独立性を帯びて来るとい

ともひとつの理由として挙げられる。実際には、世界

う、政治的な変化が観察される。そのため 11 世紀

はキリスト教世界とイスラーム世界に分断されていた

を境に、中世を前半と後半と分けて章を設けた。本

わけではなく、相互に重なり合いながら展開してきた。
二項対立的に捉えるのではなく、こうした広い視野で
地中海世界の歴史を概観することが、本書の目的の
ひとつとなる。
他方入門書とはいえども、この分野について研究
を行っている若手〜中堅の研究者を執筆陣に据えて、
最新の研究成果が反映されるようにした。こうして、
地中海世界の中世史の世界史的な意義や新たな理
解、魅力が、人々に伝わることを意図している。
またこれまでの地中海世界の歴史に関する概説書
ではあまり着目されてこなかった、島嶼部やオスマン
帝国下の地域、さらには紅海についても、本書では
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なお本書における「地中海世界」の語については、
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書は、ビザンツ帝国史を専門とする小林功とイエメン

表紙には、12 世紀のシチリア帝国下においてルッ

史を専門とする馬場多聞を共同編著者として編まれて

ジェーロ２世の命を受けてイドリースィーが作成した

いる。また、クレタ島史研究者の高田良太、スペイ

世界地図の写しを採用した。本書の主旨と沿うように

ン史研究者の阿部俊大、オスマン帝国史研究者の澤

地中海部分を用いたが、現在の私たちの地中海像と

井一彰が、それぞれ一章ずつ担当した。本書の構成

一致するだろうか。ぜひ本書を逆さまにするなどして、

と各章の執筆者は以下のとおりである。各章の終わ

現在の地図と見比べてみてほしい。詳細については、

りにはコラムが挿入されている。執筆者の略歴につ

本書のコラム６を参照されたい。

いては、本書末の「執筆者紹介」に掲載した。

序章では、古生代にまで遡る地中海世界の歴史と、
日本における地中海世界の理解について概説し、地

はじめに（馬場）

中海世界の中世史を学ぶことの意義について考えて

序章

いる。日本で出版されている文献や日本語で書かれ

地中海世界の中世を語り、学ぶこととは
（小林）

たウェブサイトでは、古代史にもっぱら紙幅が割かれ

第１章 中世前半の東地中海（小林）

る一方で、キリスト教世界とイスラーム世界の対立の

第２章 中世前半の地中海中西部（小林）

場として地中海が扱われるなど、中世の地中海世界

第３章 文明のはざまで：クレタ島からみた

を全体として説明するものがすくない現状が指摘され

9 〜 16 世紀の東地中海（高田）

る。しかし、キリスト教会の鐘楼を模したものと言わ

第４章 「イスラームの海」から「キリスト教徒の海」へ：

れている、ダマスクスのウマイヤ・モスクのミナレッ

11 〜 15 世紀の西地中海（阿部）

トが示すように、地中海世界においてはキリスト教世

第５章 オスマン帝国と地中海世界（澤井）

界とイスラーム世界の相互の交流が古くから行われて

第６章 地中海と紅海（馬場）

いた。

終章

ブローデルの『地中海』とともに（馬場）

コラム
１ モネンバシア（小林）
２ フォルドンジャーヌス（小林）
３ 聖テトス教会のたどった 1000 年（高田）
４ キリスト教圏とイスラーム圏の交流（阿部）
５ コーヒーから「大航海時代」後の
地中海世界を考える（澤井）
６ イドリースィーの世界地図（馬場）

ダマスクスのウマイヤ・モスクのミナレット（撮影者：馬場）
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キリスト教の伝播の歴史を物語る。
第３章では、中世後半の東地中海について、クレ
タ島の歴史に焦点をあてて叙述する。クレタ島は西
欧カトリック世界とビザンツ世界という文明のはざま
に位置しており、この時期、ビザンツ帝国やイスラー
ム勢力、ヴェネツィアの支配を受け、様々な宗教的・
人的変容を経験した境域であった。たとえば港町ハ
ニアは、かつてヴェネツィアの支配下にある頃に造営
されて今なお活動を続けている。またイラクリオンの
タオルミナの城塞から見る地中海（撮影者：小林）

第１章では中世前半の東地中海を、第２章では中

聖テトス教会は、くり返される支配者の交代を反映し
た、クレタ島の歴史を物語る建造物である。

世後半の西地中海を、それぞれ扱っている。この時
期については、アラビア半島に出現したイスラーム
が急速に拡大していくこと、フランク王国やビザンツ
王国が隆盛することが、よく知られている。そのため
本書では、それらに紙幅を割くのではなく、むしろこ
れまでにあまり着目されてこなかった島嶼部や北アフ
リカについての記述を心掛けた。シチリア島やサル
デーニャ島、バレアレス諸島の概説は、本書の特色
のひとつとなっている。シチリア島東岸のタオルミナ
は、アグラブ朝による征服に対して長く抵抗を続けた
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クレタ島の港町、ハニアの風景（撮影者：高田）

が、902 年には陥落することとなった。また、サル

第４章では、中世後半の西地中海について、イベ

デーニャ島のフォルドンジャーヌスの郊外に現存する

リア半島におけるキリスト教諸国やイスラーム諸王朝

サン・ルッソリオ教会は、４世紀以降の同島の繁栄と

の状況、また北アフリカの政治史を中心に叙述する。

サン・ルッソリオ教会（撮影者：小林）

イラクリオンの聖テトス教会（撮影者：高田）
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著者は、日本にはびこる地中海に対する３つの偏見
／先入観、すなわち、①地中海＝北岸（ヨーロッパ）
として南岸（北アフリカ）を軽視する、②地中海北岸
のなかでも特にイタリアに着目する一方でイベリア半
島や南フランスを軽視する、③日本における西洋史
と言えば地中海に面さない英仏独の歴史が中心であ
り地中海における歴史を軽視する、を払拭することを
も意図していた。以下の画像は、バレアレス諸島と
バレンシア地方をイスラーム勢力から奪取したアラゴ
ン王国のジャウマ１世像である。今なお征服王として
カタルーニャ地方において人気を誇っている。

イスタンブルの金角湾口に停泊する市内のアジア側とヨーロッパ
側を結ぶ定期船（撮影者：澤井）

見られた。オスマン帝国の地中海への関心を示すか
のように、宮廷の主な所在地となったトプカプ宮殿は、
海を見下ろすことができるところに位置していた。ま

パルマ・ダ・マリョルカのジャウマ１世像（撮影者：阿部）

第５章では、オスマン帝国と黒海や地中海との関

トルコ・コーヒー（撮影者：澤井）

わりの検討を通して、オスマン帝国が「陸の帝国」

たこの時代に陸と海を通って伝播したコーヒーは、現

であると同時に「海の帝国」であり、1540 年代以

在のトルコ共和国においても愛され続けている。

降には地中海が「オスマン帝国の海」となっていくこ

第６章では、地中海と紅海のつながりを具体的に

とを叙述する。仮に西のキリスト教諸国と東のオスマ

検討することによって、開かれた地中海の歴史を説

ン帝国に分けて考えてみると、この時代の両者の間

明する。12 世紀後半にイベリア半島を出立したイス

にはレパントの海戦のような軍事的衝突ばかりではな

ラーム教徒であるイブン・ジュバイルのメッカ巡礼記

く、ヴェネツィアの画家ベッリーニによるメフメト 2 世

や、13 世紀に編まれたアラビア半島南部の港町アデ

の肖像画の作成や、レオナルド・ダ・ヴィンチによる

ンにおいて取り扱われた商品の目録をもとに、人や

金角湾の架橋計画など、人々の往来や文化的交流も

物の流通という面において地中海が紅海とつながり
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かつて寺山修司は「書を捨てよ町へ出よう」とうたっ
たが、ブローデルよろしく「書を捨てず地中海へ出よ
う」と、ここに書き改めたい。本書を捨てることなく、
読者の皆さんが地中海の歴史へ沈潜していくこと、さ
らには実際に地中海を訪れることを、願っている。
（本稿は、2021年 9月13日に開催された CMEIS Book

Launch「『地中海世界の中世史』」の内容に加筆・修正
を施したものです。フロアから出た質問の内容も踏まえ
カイロを流れるナイル川（撮影者：馬場）

続けていたことが示される。現在では大都市カイロの

たものとなっております。参加してくださった皆様、質問
してくださった皆様に、厚くお礼申し上げます。
）

高層ビルが河畔にそびえているが、イブン・ジュバイ
ルはかつてこのナイル川を南へ下っていったのである。
終章では、フランスの歴史家フェルナン・ブロー
デルと、彼が提唱した「地中海世界」の概念を説明
する。ブローデルは、地中海とその周辺部をひとつ
の歴史的世界としてとらえた上で、３つの時間の層を
用いてその歴史を描き出した。ブローデルが『地中
海』を執筆する際には、アドリア海の真珠とも呼ばれ
るドゥブロヴニクに眠っていた古文書が不可欠であっ
た。ドゥブロヴニクの旧市街は、1979 年、世界遺産
に登録された。
【著者プロフィール】

馬場 多聞（ばば・たもん）

立命館大学文学部准教授
学位：博士（文学、九州大学）
専門：歴史学など

主な業績：
『宮廷食材・ネットワー

ク・王権：イエメン・ラスール朝と 13 世紀の世界』九
州 大 学 出 版 会、2017 年 3 月。“Notes on Migration

between Yemen and Northeast Africa during the 1315th Centuries”, Chroniques du manuscrit au Yémen,
ドゥブロヴニクの旧市街の城壁と船着き場（撮影者：高田）
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